
令和2年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（東京都）

（医社）朝日町ｸﾘﾆｯｸ 183-0003 府中市朝日町2丁目28番地の1 042-352-5233 ○

（医社）新谷医院 183-0003 府中市朝日町2丁目30番地の11 042-361-9419 ○

たにざき循環器内科クリニック 183-0005 府中市若松町1丁目5番地の20 042-319-0056 ○

（医社）ﾌｧﾐﾘｰﾄｸﾘﾆｯｸ 183-0005 府中市若松町2丁目4番地の4 042-369-1161 ○

（医社）小木曾内科眼科医院 183-0005 府中市若松町2丁目5番地の8 042-336-3848 ○

（医社）東府中病院 183-0005 府中市若松町2丁目7番地の20 042-364-0151 ○

ほさかクリニック 183-0005 府中市若松町3丁目2番地の16 042-358-9901 ○

（医社）えはら医院 183-0005 府中市若松町3丁目35番地の7 042-336-7676 ○

ミドリ・クリニック 183-0006 府中市緑町1丁目23番地の3 042-352-2060 ○

（医社）府中クリニック 183-0006 府中市緑町1丁目3番地の1 042-366-5483 ○

（医社）赤須内科クリニック 183-0006 府中市緑町2丁目17番地の9 042-334-0780 ○

（医社）府中ゆずｸﾘﾆｯｸ 183-0011 府中市白糸台1丁目63番地1　1F 042-370-1816 ○

（医社）康野診療所 183-0011 府中市白糸台2丁目10番地の2 042-365-3666 ○

（医社）慈秀病院 183-0011 府中市白糸台3丁目16番地の5 042-369-1511 ○

（医社）ふの内科クリニック 183-0011 府中市白糸台3丁目8番地の25 042-358-8128 ○

むさしの台眼科 183-0011 府中市白糸台5丁目1番地の1 042-351-0405 ○

武蔵野台クリニック内科・消化器内
科

183-0011 府中市白糸台5丁目39番地の10 042-360-8866 ○

品田医院 183-0012 府中市押立町1丁目24番地の1 042-368-5598 ○

（医社）いづみ内科 183-0012 府中市押立町4丁目9番地の10 042-490-3031 ○

（医社）ながた内科クリニック 183-0013 府中市小柳町2丁目12番地の2 042-369-0707 ○

野々田小児科内科 183-0013 府中市小柳町3丁目32番地の26 042-369-2561 ○

野本医院 183-0014 府中市是政1丁目5番地 042-363-2736 ○

（医社）共済会櫻井病院 183-0014 府中市是政2丁目36番地 042-362-5141 ○

これまさクリニック 183-0014 府中市是政5丁目2番地の31 042-306-9866 ○

（医社）平林医院 183-0014 府中市是政5丁目4番地の4 042-365-3550 ○

泉二眼科医院 183-0015 府中市清水が丘1丁目10番地の24 042-361-8669 ○

おおば内科泌尿器科クリニック 183-0015 府中市清水が丘1丁目1番地の3 042-401-2134 ○
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（医社）久米医院 183-0015 府中市清水が丘2丁目3番地の26 042-335-1515 ○

正田整形外科・内科 183-0015 府中市清水が丘3丁目21番地の25 042-362-8434 ○

武蔵野医院 183-0015 府中市清水が丘3丁目8番地の38 042-361-4460 ○

（医社）ﾍﾞﾙﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 183-0021 府中市片町2丁目22番地の31 042-314-0660 ○

若林医院 183-0021 府中市片町3丁目21番地の1 042-362-1611 ○

いいじま眼科 183-0021 府中市片町3丁目26番地の14 042-330-3885 ○

（医社）宮西クリニック 183-0022 府中市宮西町2丁目4番地の3 042-362-5833 ○

（医社）真鍋眼科 183-0022 府中市宮西町3丁目21番地の6 042-361-2912 ○

（医社）村上医院 183-0022 府中市宮西町5丁目2番地 042-361-2071 ○

（医社）あすなろｸﾘﾆｯｸ 183-0023 府中市宮町1丁目100番地 042-354-6855 ○

平山眼科医院 183-0023 府中市宮町1丁目20番地の19 042-364-0300 ○

もとじ内科クリニック 183-0023 府中市宮町1丁目22番地の6 042-352-6350 ○

（医社）府中あおばクリニック 183-0023 府中市宮町1丁目40番地の1 042-361-5595 ○

おやけ眼科 183-0023 府中市宮町1丁目41番地の1 042-366-1648 ○

松尾医院 183-0023 府中市宮町3丁目2番地の3 042-361-2363 ○

南町医院 183-0026 府中市南町4丁目31番地の5 042-360-2611 ○

府中朝倉クリニック 183-0026 府中市南町２丁目３４番地8 042-352-7787 ○

（医社）近藤医院 183-0027 府中市本町1丁目1番地の25 042-361-7738 ○

（医社）加藤内科 183-0027 府中市本町4丁目12番地の14 042-366-2277 ○

中村内科クリニック 183-0031 府中市西府町2丁目12番地の1 042-362-2112 ○

西府駅前クリニック 183-0031
府中市西府町1丁目53番地の1　
西府駅前ﾋﾞﾙ1F

042-362-7711 ○

西府ひかり眼科 183-0032 府中市本宿町1丁目47番地14 042-360-4146 ○

武藤医院 183-0033 府中市分梅町1丁目10番地の21 042-365-1701 ○

みね内科クリニック 183-0034 府中市住吉町1丁目30番地の2 042-302-8550 ○

中河原内科クリニック 183-0034 府中市住吉町1丁目84番地の1 042-351-0267 ○

（医社）日野クリニック 183-0034 府中市住吉町2丁目15番地の9 042-330-3600 ○

中河原眼科 183-0034 府中市住吉町2丁目17番地の36 042-364-1223 ○
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深澤内科呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 183-0034 府中市住吉町４丁目18番地12 042-366-6600 ○

石田医院 183-0034 府中市住吉町5丁目1番地の4 042-334-2223 ○

（医社）井手医院 183-0034 府中市住吉町4丁目15番地の9 042-361-9458 ○

（医社）府中よつやクリニック 183-0035 府中市四谷3丁目37番地の14 042-336-7222 ○

（医社）府中日新町内科クリニック 183-0036 府中市日新町5丁目53番地の1 042-369-3600 ○

（医社）浅川医院 183-0041 府中市北山町2丁目18番地の4 042-572-3812 ○

前田内科・循環器科 183-0042 府中市武蔵台3丁目2番地の7 042-321-0206 ○

ちほ内科クリニック 183-0042 府中市武蔵台3丁目3番地18 042-323-1068 ○

（医社）ｼﾞｪｲﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ 183-0044 府中市日鋼町1番地 042-330-7318 ○

（医社）奥島病院 183-0045 府中市美好町1丁目22番地 042-360-0033 ○

分倍医院 183-0045 府中市美好町3丁目3番地の18 042-361-4722 ○

河合クリニック 183-0046 府中市西原町2丁目18番地の1 042-580-4500 ○

(医社)西原町脳神経外科クリニック 183-0046 府中市西原町2丁目18番地の1 042-571-9571 ○

野崎医院 183-0046 府中市西原町4丁目28番地の27 042-572-9621 ○

（医社）協和診療所 183-0051 府中市栄町2丁目10番地の3 042-361-3296 ○

愛和診療所 183-0051 府中市栄町3丁目1２番地の1 042-314-1551 ○

新町クリニック 183-0052 府中市新町1丁目55番地の41 042-354-1878 ○

（医社）金田医院 183-0052 府中市新町1丁目63番地の42 042-362-8603 ○

府中新町医院 183-0052 府中市新町2丁目64番地 042-367-2122 ○

（医社）河村医院 183-0052 府中市新町3丁目12番地の40 042-361-6825 ○

天神町クリニック 183-0053 府中市天神町1丁目11番地の2 042-361-5505 ○

若栗医院 183-0054 府中市幸町1丁目35番地の8 042-361-3181 ○

三ツ木内科クリニック 183-0055 府中市府中町1丁目11番地の8 042-333-9595 ○

（医社）なのはなクリニック 183-0055 府中市府中町1丁目12番地の7 042-358-4158 ○

府中診療所 183-0055 府中市府中町1丁目13番地の3 042-365-0321 ○

（医社）木田医院 183-0055 府中市府中町1丁目１５番地１ 042-368-5688 ○

杉本内科・消化器科・小児科 183-0055 府中市府中町1丁目1番地の5 042-368-5814 ○
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（医社）府中腎クリニック 183-0055 府中市府中町1丁目8番地の1 042-366-8909 ○

（医社）片山クリニック 183-0055 府中市府中町1丁目8番地の6 042-366-2791 ○

いしい内科・小児科 183-0055 府中市府中町2丁目13番地の2 042-352-3030 ○

（医社）寿町腎・内科クリニック 183-0056 府中市寿町1丁目1番地の3 042-361-5750 ○

（医社）津久井内科おなかクリニック 183-0056 府中市寿町1丁目1番地の3 042-306-5828 ○

寿町クリニック 183-0056 府中市寿町1丁目3番地10 042-354-3111 ○

（医社）あさの循環器内科クリニック 183-0056 府中市寿町1丁目4番地の21 042-366-5555 ○

おおにし内科ｸﾘﾆｯｸ 183-0056 府中市寿町2丁目４番地42　3F 042-319-1025 ○

もりた眼科クリニック 183-0056 府中市寿町2丁目４番地42　3F 042-365-1010 ○

弓狩眼科医院 183-0056 府中市寿町1丁目4番地の1 042-361-2454 ○

府中脳神経外科診療所 183-0056 府中市宮西町1丁目14番地の16 042-360-7655 ○

（医社）たかせ眼科クリニック 183-0057 府中市晴見町1丁目14番地の16 042-363-4113 ○

今井内科 183-0057 府中市晴見町1丁目17番地の24 042-361-4613 ○

（医社）府中医王病院 183-0057 府中市晴見町1丁目20番地 042-362-4500 ○

（医社）高野医院 183-0057 府中市晴見町3丁目11番地の21 042-361-9578 ○

ひがこ北口内科クリニック 184-0002
小金井市梶野町5-11-5 
パピスプラザ2階

042-401-2353 ○

やすたけ内科クリニック 184-0002 小金井市梶野町5-3-6-101 042-388-8880 ○

東小金井クリニック 184-0002 小金井市梶野町2－1－2　１F 0422-56-8630 ○

久滋医院 184-0002 小金井市梶野町4－5－7 042-383-2078 ○

くろだ内科医院 184-0002 小金井市梶野町4－11－13 0422-53-5666 ○

大見医院 184-0002 小金井市梶野町5－5－6 042-385-2272 ○

かわべ内科クリニック 184-0003 小金井市緑町2-2-1 042-401-1860 ○

医療法人社団昭彩会待山医院 184-0003 小金井市緑町2－17－10 042-384-5421 ○

医療法人社団壮明会山崎内科医院 184-0003 小金井市緑町5－12－17 042-381-1462 ○

はぎクリニック 184-0004
小金井市本町1-18-3　ユニーブル
武蔵小金井スイート203B

042-387-1603 ○

小金井あおばクリニック 184-0004 小金井市本町5-15-8 2B 042-383-7149 ○

医療法人社団公懌会小金井メディ
カルクリニック

184-0004
小金井市本町5-15-9 
栄ハイツエクシード2階

042-401-2938 ○
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浅沼整形外科 184-0004 小金井市本町2－10－20 042-381-2606 ○

丸茂医院 184-0004 小金井市本町2-12-1 042-383-2232 ○

医療法人社団鶴亀会小金井つるか
めクリニック

184-0004 小金井市本町6-14-28-301 042-386-3757 ○

小金井ファミリークリニック 184-0004 小金井市本町1－13－13 042-382-3633 ○

むさし小金井診療所 184-0004 小金井市本町1－15－9 042-382-9111 ○

医療法人社団恩知会和田クリニック 184-0004 小金井市本町1―6－2－112 042-381-1112 ○

小金井太陽病院 184-0004 小金井市本町1－9－17 042-383-5511 ○

医療法人社団汎愛堂小松外科胃腸
科

184-0004 小金井市本町2－20－20 042-381-3346 ○

友利内科クリニック 184-0004
小金井市本町3－10－13　
フジビル1F

042-385-7101 ○

武蔵小金井クリニック 184-0004 小金井市本町5－19－33 042-384-0080 ○

ひらた循環器クリニック 184-0004 小金井市本町5－40－3 042-401-6157 ○

久我治子クリニック 184-0004 小金井市本町5－9－5 042-384-3461 ○

共立診療所 184-0004 小金井市本町6－9－38 042-383-5111 ○

社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 184-0005 小金井市桜町1－2－20 042-383-4111 ○

東小金井さくらクリニック 184-0011 小金井市東町4-37-26 042-382-3888 ○

新こがねい呼吸器内科 184-0011
小金井市東町4-8-13　
登川ビル１F

042-380-9080 ○

医療法人社団総合会武蔵野中央病
院

184-0011 小金井市東町1－44－26 0422-31-1231 ○

医療法人社団一白会菊地脳神経外
科・整形外科

184-0011 小金井市東町3－12－11 0422-31-1220 ○

医療法人社団汎和会　　さいとう医
院

184-0011 小金井市東町4－21－10 042-380-5510 ○

医療法人社団うちやまクリニック 184-0011
小金井市東町4－43－15
 MKｼﾞェﾑｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1F

042-382-1715 ○

石川クリニック 184-0012
小金井市中町2-1-35　
ﾏ･ﾒｿﾞﾝ21１F

042-386-3386 ○

医療法人社団隆誠会宮本内科医院 184-0012 小金井市中町3－7－4 042-381-2219 ○

医療法人社団翠幸会小沢医院 184-0012 小金井市中町4－12－1 042-381-8433 ○

前原診療所 184-0013 小金井市前原町3－17－1 042-381-1702 ○

クリニック西のくぼ 184-0013 小金井市前原町5－12－1 042-384-3777 ○

医療法人社団和修会竹田内科クリ
ニック

184-0014 小金井市貫井南町5－20－13 042-381-6627 ○

くろだ内科クリニック 184-0015 小金井市貫井北町3－27－7 042-386-7288 ○

5/15ページ



令和2年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（東京都）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施 （実施し
ているものに○）

特定健
康診査

特定保健指導

動機付
け支援

積極的
支援

福沢内科 185-0001 国分寺市北町5-7-2 042-324-7119 ○

伊佐治内科 185-0003 国分寺市戸倉4-45-5 042-300-1347 ○

山口医院 185-0003 国分寺市戸倉2-11-55 042-322-0121 ○

行野医院 185-0003 国分寺市戸倉2-26-16 042-572-4416 ○

医療法人社団観桜会 さくら医院 185-0011 国分寺市本多1-3-15 042-320-5377 ○

医療法人社団仁照会 のむらクリニッ
クスクエア

185-0011 国分寺市本多1-8-3 042-325-0087 ○

ふじまきクリニック 185-0011 国分寺市本多2-1-1 042-328-1598 ○

くろさわ子ども＆内科クリニック 185-0011 国分寺市本多3-7-25 042-323-9630 ○

多摩メディカルクリニック 185-0012
国分寺市本町3-11-14　ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｱ
国分寺2階

042-301-3001 ○

たかの内科・脳神経外科クリニック 185-0012
国分寺市本町2-10-9　島田ﾋﾞﾙ2
階

042-312-4110 ○

医療法人社団緑杉会 本町クリニッ
ク

185-0012
国分寺市本町2-7-10　ｴｯｾﾝﾋﾞﾙ2
階

042-324-6643 ○

医療法人社団南山寿会 中島内科ク
リニック

185-0012 国分寺市本町3-13-1 042-327-3888 ○

三多摩医療生活協同組合 国分寺
診療所

185-0012 国分寺市本町4-12-14 042-325-0766 ○

小林内科医院 185-0012
国分寺市本町1-7-3　国分寺ｸﾘﾆｯ
ｸｳﾞｨﾚｯｼﾞ

042-300-2072 ○

なおはら内科・循環器科クリニック 185-0013
国分寺市西恋ヶ窪2-2-1　ﾋﾞｰﾝｽﾞｱ
ﾈｯｸｽ西国分寺3階

042-328-7100 ○

西国分寺クリニック 185-0013
国分寺市西恋ヶ窪3-24-3　小泉ﾋﾞ
ﾙ1階

042-326-7011 ○

医療法人社団栄会 にしおクリニック 185-0013
国分寺市西恋ケ窪4-30-3　恋ヶ窪
ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2階

042-320-5580 ○

医療法人社団 芦谷医院 185-0013 国分寺市西恋ヶ窪2-17-14 042-321-3678 ○

加藤内科クリニック 185-0013 国分寺市西恋ヶ窪4-16-11 042-321-2110 ○

医療法人社団 高橋内科クリニック 185-0014
国分寺市東恋ヶ窪6-2-6　ﾁｻｶ第
一ﾋﾞﾙ1階

042-322-7676 ○

社会福祉法人浴光会国分寺病院 185-0014 国分寺市東恋ヶ窪4-2-2 042-322-0123 ○

医療法人社団徳正会 ﾘｳﾏﾁ科・ｱﾚﾙ
ｷﾞ科ひらまつ内科

185-0021 国分寺市南町2-17-5　恵ﾋﾞﾙ1階 042-301-1111 ○

岡﨑クリニック 185-0021
国分寺市南町3-11-13　ｱｰﾊﾞﾝﾎｰ
ﾑｽﾞ国分寺1階

042-359-6199 ○

医療法人社団 波多野クリニック 185-0021
国分寺市南町2-1-36　国分寺ｿｶﾞ
ﾋﾞﾙ2階

042-324-2757 ○

海沼内科 185-0021 国分寺市南町3-1-29 042-322-4130 ○

いわいクリニック 185-0021 国分寺市南町3-9-25-115 042-325-1102 ○

医療法人社団蛍仁会 東元町内科ク
リニック

185-0022
国分寺市市東元町4-14-1　東元
町ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階

042-324-5688 ○
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医療法人社団啓医会 国分寺内科
中央病院

185-0022 国分寺市東元町2-3-19 042-322-0131 ○

知念医院 185-0022 国分寺市東元町3-31-8 042-321-1076 ○

医療法人社団実幸会 武蔵国分寺
公園クリニック

185-0023
国分寺市西元町2-16-34　ｻﾞ･ﾗｲｵ
ﾝｽﾞ武蔵国分寺公園127

042-320-4970 ○

やながわ内科クリニック 185-0024 国分寺市泉町2-9-3　泉ﾋﾞﾙ3階 042-320-5055 ○

奥山内科クリニック 185-0024 国分寺市泉町3-13-8 042-321-1115 ○

山﨑小児科 185-0031 国分寺市富士本2-1-28 042-573-1181 ○

山﨑内科 185-0031 国分寺市富士本2-1-28 042-573-1181 ○

田野入内科クリニック 185-0032
国分寺市日吉町3-15-22　日吉町
ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ

042-327-3332 ○

社会医療法人社団健生会 国分寺
ひかり診療所

185-0034 国分寺市光町3-13-34 042-573-4011 ○

新川医院 185-0034 国分寺市光町1-39-13 042-572-7850 ○

医療法人社団碧桐会国立駅前あき
乃クリニック

186-0001
国立市北1-7-1　
ｸﾚｯｾﾝﾄ国立ﾃﾞｨｱﾅﾌﾟﾚｲｽ126

042-580-1255 ○

北沢内科クリニック 186-0001
国立市北1-7-4　
国立HAUS　1F

042-575-2411 ○

ゆきさだ内科 186-0001 国立市北2-19-20 042-580-2217 ○

国立さくら病院 186-0002 国立市東1-19-10 0570-000-652 ○

国立内科クリニック 186-0002
国立市東1-4-13　
COI国立ﾋﾞﾙ7F

042-580-1024 ○

医療法人社団ユスタウ゛ィア　クリ
ニックみらい国立

186-0002 国立市東1-6-9　ﾅｶﾀﾆﾋﾞﾙ 042-505-7560 ○

医療法人社団祥白会河井内科 186-0002
国立市東1-8-6　
国立メディカルセンター

042-580-0117 ○

医療法人社団博真会かねしげクリ
ニック

186-0002 国立市東2-5-13 042-580-7811 ○

松尾医院 186-0002 国立市東3-13-29 042-576-1612 ○

谷保駅前相互診療所 186-0003 国立市富士見台1-17-36 042-576-3896 ○

水永医院 186-0003 国立市富士見台1-40-6 042-576-8800 ○

医療法人社団健明会谷保北口内科 186-0003 国立市富士見台2-18-8 042-577-7501 ○

国立ふじみ内科 186-0003
国立市富士見台2-45-12　
ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ国立101-A

042-571-9900 ○

富士見台すずきクリニック 186-0003
国立市富士見台2-9-2　
ｳﾞｪﾙﾃﾞｽ国立1F

042-843-0564 〇

さくら通りクリニック 186-0003 国立市富士見台3-22-25 042-580-0075 ○

矢川クリニック 186-0003
国立市富士見台3-36-6　
ﾎﾜｲﾄｾﾝﾁｭﾘｰ三田101

042-580-5358 ○

松田内科クリニック 186-0003
国立市富士見台4-41-1　
ｸﾞﾗﾝｿｼｴ国立　ｳｴｽﾄｳｲﾝｸﾞ139号A

042-573-0010 〇
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国立中央診療所 186-0004 国立市中1-14-10 042-576-0606 ○

三多摩医療生活協同組合くにたち
南口診療所

186-0004
国立市中1-16-25　
ｼｬﾄﾚｸｲﾝﾃｽ国立1F

042-577-8953 ○

医療法人社団西田会西田医院 186-0004 国立市中１-２０-４ 042-572-0517 ○

国立駅前腎クリニック 186-0004 国立市中1-9-1　増田ビル3F 042-576-1511 ○

岡産婦人科 186-0004 国立市中1-18-13 042-572-0368 ○

臼井医院 186-0004 国立市中2-17-1 042-572-1080 ○

広瀬医院 186-0005 国立市西1-12-1 042-575-0151 ○

国立聖林クリニック 186-0005
国立市西2-10-10　
国立ｵﾘｴﾝﾄﾌﾟﾗｻﾞ101号室

042-580-6102 ○

医療法人社団つくし会新田クリニッ
ク

186-0005 国立市西2-26-29 042-574-3355 ○

大久保医院 186-0011 国立市谷保7224 042-572-7775 ○

小平いりえクリニック 187-0001
小平市大沼町１－２５－１１ビュー
コート1階

042-349-0131 ○

小平北口クリニック 187-0001 小平市大沼町２－２－１１ 042-347-0211 ○

清水小児科内科医院 187-0001 小平市大沼町４－４３－３２ 042-343-2255 ○

矢口内科クリニック 187-0001 小平市大沼町７－３－２ 042-349-1168 ○

花小金井ハートクリニック 187-0002 小平市花小金井1-4-29-103 042-450-6050 ○

松岡内科クリニック 187-0002
小平市花小金井１－１－１１　エメラ
ルドビル３Ｆ

042-426-8080 ○

吉元医院 187-0002 小平市花小金井１－２１－３ 042-461-5975 ○

エム・クリニック 187-0002 小平市花小金井１－２９－５ 042-451-6626 ○

比留間医院 187-0002 小平市花小金井１－９－１５ 042-461-1636 ○

ふなびき胃腸クリニック 187-0002
小平市花小金井１－９－２　
エスパシオ３０１

042-459-6000 ○

松清医院 187-0002 小平市花小金井３－５－４０ 042-463-8128 ○

八木メディカルクリニック 187-0002 小平市花小金井６－１７－５ 042-460-3861 ○

しみず内科循環器クリニック 187-0003
小平市花小金井南町１－２６－３５　
アクティオス　１０１

042-450-5288 ○

近藤医院 187-0003 小平市花小金井南町２－１３－１３ 042-467-2162 ○

まちだケアクリニック 187-0003
小平市花小金井南町２－１３－４　
エクセルカオリ１Ｆ

042-450-6222 ○

いとう小児科 187-0003 小平市花小金井南町２－２１－７ 042-465-2288 ○

こだいら内科・心臓内科 187-0004 小平市天神町3-12-7-2F 042-341-7777 ○
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鈴の木台診療所 187-0011 小平市鈴木町１－２２８－１ 042-341-3256 ○

大林医院 187-0011 小平市鈴木町２－２４２－４ 042-461-7677 ○

みどり内科クリニック 187-0022 小平市上水本町3-3-7 042-328-5111 ○

クリニックたかの台 187-0024
小平市たかの台38-7たかの台メ
ディカルクリニックプラザ102

042-342-5511 ○

小城医院 187-0031 小平市小川東町１８０８－１０ 042-342-0036 ○

原田内科クリニック 187-0031
小平市小川東町４－３－１　
萩山団地１号棟１１０

042-348-8661 ○

加賀美クリニック 187-0031 小平市小川東町５－５－１ 042-341-0655 ○

こだいら小川町内科 187-0032 小平市小川町2-1317-11 042-341-0654 ○

松前整形・形成外科・内科 187-0032 小平市小川町１－４０４－６４ 042-344-1666 ○

南台病院 187-0032 小平市小川町１－４８５ 042-341-7111 ○

ゆずるクリニック 187-0032 小平市小川町１－９７２－７　2Ｆ 042-348-8515 ○

新小平クリニック 187-0032
小平市小川町２－
１９７５－８

042-312-1185 ○

かく内科・整形外科 187-0032 小平市小川町２－１８５８ 042-345-7000 ○

小川クリニック 187-0035 小平市小川西町３－１１－１ 042-341-0653 ○

古坂医院 187-0035 小平市小川西町１－２３－１３ 042-341-0555 ○

小平いまき内科クリニック 187-0041
小平市美園町１－１２－６　
グランメール小平1F

042-312-3820 ○

みその診療所 187-0041 小平市美園町１－２－１６ 042-342-7270 ○

井上内科クリニック 187-0042
小平市仲町２６８－６　
サライ仲町１０１

042-342-0056 ○

あかしあ脳神経外科 187-0042 小平市仲町４２５－１２ 042-345-7444 ○

仲谷クリニック 187-0043 小平市学園東町３－３－３６ 042-341-5270 ○

一橋病院 187-0045 小平市学園西町１－２－２５ 042-343-1311 ○

医療法人社団　湯川会　湯川医院 187-0045 小平市学園西町１－２５－２３ 042-344-1118 ○

鈴木小児科内科医院 187-0045 小平市学園西町２－１１－２８ 042-341-0353 ○

真能クリニック 187-0045
小平市学園西町２－１３－３７　カミ
デビル２Ｆ

042-342-8280 ○

宮村クリニック 187-0045
小平市学園西町２－１３－３７　カミ
デビル３Ｆ

042-342-5588 ○

浮田医院 187-0045 小平市学園西町２－６－１０ 042-341-0348 ○

緑成会病院 187-8585 小平市小川西町２－３５－１ 042-341-3011 ○
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（医社）今井クリニック 189-0001 東村山市秋津町2-23-2 042-393-7880 ○

（医社）愛結会
愛の泉診療所

189-0001 東村山市秋津町3-12-3 042-394-4836 ○

（医社）愛生堂
新秋津前村クリニック

189-0001 東村山市秋津町5-36-37 042-399-1919 ○

栄光会第一診療所 189-0001 東村山市秋津町5-8-84 042-391-2418 ○

（医社）まつたに内科クリニック 189-0001 東村山市秋津町5-9-4 042-399-2022 ○

酒井医院 189-0002 東村山市青葉町2-1-36 042-393-6901 ○

久保クリニック 189-0011 東村山市恩多町1-30-1 042-390-3477 ○

（医社）有明会
万年橋たかやまクリニック

189-0011 東村山市恩多町3-22-40 042-313-3777 ○

（社福）緑風会
緑風荘病院

189-0012 東村山市萩山町3-31-1 042-392-1101 ○

（医社）桜陽緑会
水谷医院

189-0013 東村山市栄町1-13-1 042-390-5522 ○

（医社）健永会
久米川内科循環器クリニック

189-0013
東村山市栄町1-4-26
清光ビル202

042-313-7663 ○

小原クリニック 189-0013 東村山市栄町2-32-20 042-395-0771 ○

（医社）正樹会
オーク・クリニック

189-0013 東村山市栄町2-7-15 042-395-1550 ○

池田内科医院 189-0014 東村山市本町2-20-26 042-391-5581 ○

（医社）喜幸会
川口クリニック

189-0014
東村山市本町2-3-2
ｴﾐﾈﾝｽ東村山

042-397-3741 ○

東村山ネフロクリニック 189-0014
東村山市本町2-4-61
ｸﾚｽﾄﾊｲﾑ1F2F

042-394-2128 ○

北多摩生協診療所 189-0014
東村山市本町4-2-32
ﾄﾞﾙﾁｪ久米川

042-393-5903 ○

（社福）白十字会
東京白十字病院

189-0021 東村山市諏訪町2-26-1 042-391-6111 ○

（公財）結核予防会
新山手病院

189-0021 東村山市諏訪町3-6-1 042-391-1425 ○

ワンズタワーすこやかクリニック 189-0022
東村山市野口町1-46
ﾜﾝｽﾞﾀﾜｰ4F

042-399-0122 ○

駅前ハート内科 189-0022
東村山市野口町1-24-33
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾊｲﾂ1階

042-394-0534 ○

（医社）美永会
美住クリニック

189-0023 東村山市美住町1-20-1 042-392-9110 ○

栗須医院 189-0023 東村山市美住町2-18-36 042-391-5186 ○

（医財）西武中央病院 189-0024 東村山市富士見町1-1-43 042-393-1811 ○

藤枝医院 189-0024 東村山市富士見町5-9-26 042-391-1317 ○

廻田クリニック 189-0025 東村山市廻田町1-31-54 042-390-4600 ○

医療法人社団新緑会 鈴木慶やす
らぎクリニック

190-0001 立川市若葉町3-3-3 042-538-7135 ○
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浅見内科医院 190-0001 立川市若葉町1-11-20 042-537-0918 ○

医療法人社団淑美会 富永医院 190-0001
立川市若葉町1-13-2　けやき台団
地9-1

042-536-6661 ○

医療法人社団東京石心会 立川新
緑クリニック

190-0001 立川市若葉町3-54-16 042-535-8711 ○

立川若葉団地クリニック 190-0001 立川市若葉町4-25-1 042-536-3197 ○

あおば内科クリニック 190-0002 立川市幸町3-1-3 042-537-7500 ○

うちだ内科医院 190-0002 立川市幸町5-95-4 042-535-3974 ○

平田循環器・内科 190-0002 立川市幸町2-45-9 042-537-4850 ○

松土胃腸科外科医院 190-0002 立川市幸町5-44-10 042-535-6668 ○

医療法人社団クローバー会 林整形
形成外科

190-0003 立川市栄町2-59-16 042-534-1131 ○

藤井医院 190-0003 立川市栄町5-22-6 042-536-1702 ○

ふじさわクリニック 190-0003
立川市栄町5-37-12　エルファパレ
ス中山1F

042-537-1600 ○

医療法人社団弘基会　おおたか脳
神経外科・内科

190-0004
立川市柏町4-56-1　グローバルビ
ル1FA

042-535-1177 ○

柏町内科・消化器内科クリニック 190-0004 立川市柏町3-32-1 042-538-1916 ○

ネモトクリニック 190-0004 立川市柏町5-3-60 042-535-7773 ○

竹田医院 190-0004 立川市柏町3-26-2 042-538-1777 ○

菅家医院 190-0004 立川市柏町4-2-15 042-536-4602 ○

玉川上水クリニック 190-0004 立川市柏町4-57-29 042-536-0333 ○

たちかわファミリークリニック 190-0011 立川市高松町3-28-7 042-527-2783 ○

医療法人社団高友会 立川通クリ
ニック

190-0011
立川市高松町2-1-27　立川メディ
カルビル5F

042-524-7929 ○

医療法人財団良友会 タウンクリニッ
ク

190-0011 立川市高松町3-21-9 042-524-2321 ○

医療法人社団洋徹会　すみとも内
分泌クリニック

190-0012 立川市曙町2-34-6　小杉ビル2F 042-540-8777 ○

立川クリニック 190-0012 立川市曙町2-11-2　フロム中武7F 042-526-5900 ○

クリニックファーレ 190-0012
立川市曙町2-34-6　コクーンビル
5F

042-521-6221 ○

佐藤秀昭内科医院 190-0012
立川市曙町2-7-19 MISUMIBldg 
6F

042-548-0317 ○

医療法人社団むさしの むさしのアレ
ルギー呼吸器クリニック

190-0012 立川市曙町2-8-30　三上ビル2F 042-548-3688 ○

医療法人社団敬好会 石井医院 190-0012 立川市曙町1-19-4 042-522-2030 ○

医療法人社団晴仁会 立川北口駅
前クリニック

190-0012
立川市曙町1-31-2  遠藤創進ビル
3F

042-523-2299 ○
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医療法人社団正裕会 リボーンレ
ディスクリニック

190-0012
立川市曙町2-10-1　ふどうやビル
4F

042-548-3715 ○

村上クリニック 190-0012 立川市曙町2-16-3 042-522-3280 ○

西立川おとなとこどものクリニック 190-0013
立川市富士見町1-31-18　西立川
KIビル2F

042-521-3333 ○

唯善クリニック内科・呼吸器内科 190-0013
立川市富士見町1-34-9　イースト
ンビル1F

042-527-6711 ○

医療法人社団正裕会 井上レディー
スクリニック

190-0013 立川市富士見町1-26-9 042-529-0111 ○

医療法人社団開自会 奥平クリニッ
ク

190-0013 立川市富士見町4-10-18 042-540-4180 ○

医療法人社団福永会 多摩整形外
科

190-0013 立川市富士見町7-13-8 042-525-0727 ○

独立行政法人 国立病院機構災害
医療センター

190-0014 立川市緑町3256 042-526-5511 ○

楓クリニックららぽーと立川立飛 190-0015
立川市泉町935-1　ららぽーと立川
立飛1F

042-512-5201 ○

さいとう内科外科クリニック 190-0021
立川市羽衣町3-12-3　西国立グ
リーンマンション1F

042-529-5993 ○

医療法人社団 はごろも内科・小児
科

190-0021 立川市羽衣町1-16-9 042-522-5234 ○

松生クリニック 190-0021 立川市羽衣町2-12-27 042-522-7713 ○

野上医院 190-0021 立川市羽衣町2-42-7 042-522-6010 ○

医療法人社団健生会立川相互ふれ
あいクリニック 健康管理センター

190-0022 立川市錦町1-23-4 042-524-7365 ○

みやもとクリニック 190-0022 立川市錦町1-6-18　ＴＭビル2・3Ｆ 042-524-3855 ○

たもり内科クリニック 190-0022
立川市錦町2-1-33　立川南口HM
ﾋﾞﾙ1F

042-548-0808 ○

社)東京都総合組合保健施設振興協
会総合健保多摩健康管理センター

190-0022
立川市錦町3-7-10　多摩石油会
館内

042-528-2011 ○

医療法人財団 川野病院 190-0022 立川市錦町1-7-5 042-522-8161 ○

立川駅南泌尿器科皮膚科クリニック 190-0022
立川市錦町2-1-33 立川南口HM
ビル3F

042-548-8802 ○

まつもとクリニック 190-0022
立川市錦町2-1-33　立川南口HM
ビル2F

042-540-6766 ○

玉置クリニック 190-0022 立川市錦町2-3-13 042-522-5317 ○

福井クリニック 190-0022
立川市錦町3-1-16　中野LKビル
1F

042-540-2910 ○

社会福祉法人至誠学舎立川 和光
診療所

190-0022 立川市錦町6-28-15 042-527-0037 ○

諏訪の森クリニック 190-0023 立川市柴崎町2-17-21 2F 042-521-0022 ○

医療法人社団鉄医会 ナビタスクリ
ニック立川

190-0023
立川市柴崎町3-1-1　エキュート立
川4F

042-521-5334 ○

医療法人財団　立川中央病院附属
健康クリニック

190-0023 立川市柴崎町3-14-2　BOSEN4F 042-526-3222 ○

立川内科クリニック 190-0023
立川市柴崎町3-8-2　ビルドはなさ
い5Ｆ

042-548-0730 ○
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立川脳神経外科クリニック 190-0023 立川市柴崎町6-19-16 042-522-5155 ○

医療法人社団ユスタヴィア　クリニッ
クみらい立川

190-0023 立川市柴崎町6-19-20 042-525-7550 ○

田中内科医院 190-0023 立川市柴崎町2-14-25　セゾン1F 042-521-7252 ○

医療法人財団 立川中央病院 190-0023 立川市柴崎町2-17-14 042-522-7171 ○

医療法人社団貴水会 たはらほほえ
みクリニック

190-0023
立川市柴崎町2-1-8　第2中島ビル
2F

042-569-6230 ○

こども支援総合クリニックもりかわよし
ゆき小児科

190-0023
立川市柴崎町2-1-8　第2中島ビル
3F

042-540-6525 ○

こぶし脳神経クリニック 190-0023 立川市柴崎町2-5-8　堤ビル2F 042-548-1374 ○

医療法人社団秀徳会 馬場クリニッ
ク

190-0023
立川市柴崎町3-10-20　渡辺ビル
1F

042-548-3981 ○

厚生連クリニック 190-0023
立川市柴崎町3-6-10　JA東京健
康管理センター

042-529-5677 ○

医療法人社団敏和会 西砂川病院 190-0031 立川市砂川町8-2-3 042-535-8811 ○

古岡整形外科 190-0032 立川市上砂町3-55-10 042-535-5558 ○

砂川医院 190-0032 立川市上砂町4-22-1 042-536-2734 ○

豊泉医院 190-0032 立川市上砂町3-10-13 042-536-3571 ○

医療法人社団緑萌会 重城内科クリ
ニック

190-0032 立川市上砂町1-2-3 042-538-7431 ○

医療法人社団豊友会 豊泉胃腸科
外科

190-0032 立川市上砂町3-19-2 042-534-7611 ○

やましたクリニック 190-0033
立川市一番町2-36-5　清水ビル
3F

042-569-7555 ○

医療法人社団 岡部医院 190-0033 立川市一番町2-46-10 042-531-3391 ○

まつなかクリニック 190-0034 立川市西砂町6-6-16 042-520-1234 ○

国家公務員共済組合連合会立川病
院 健康医学センター

190-8531 立川市錦町4-2-22 042-523-3147 ○

浅香医院 207‐0002 東大和市湖畔1-1043-39 042-563-4397 ○

医療法人社団
安藤内科クリニック

207‐0004 東大和市清水2-809-36 042-561-3671 ○

たけもとクリニック 207‐0004 東大和市清水6-1257-3 042-843-7157 ○

山手クリニック 207‐0011 東大和市清原1-1 北16店舗 042-561-1866 ○

横山内視鏡外科医院 207‐0013 東大和市向原2-1047-8 042-562-1364 ○

医療法人社団碧桐会
メディカルボックス東大和

207‐0013 東大和市向原2-1-19 2階 042-516-9955 ○

辻クリニック 207‐0013
東大和市向原6-1201-17 東大和ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙ2階

042-590-0801 ○

青梅橋医院 207‐0013 東大和市向原6-1408-22 042-561-3311 ○
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医療法人社団大雄会
かわかみクリニック

207-0014
東大和市南街5－97－9 
ﾄﾞﾐﾈﾝﾄ東大和3Ｆ

042-590-2626 ○

医療法人社団
石山医院

207‐0014 東大和市南街1-32-4 042-590-5688 ○

石山内科・ペインクリニック 207‐0014 東大和市南街1-39-9 042-563-1027 ○

医療法人社団健有会
有村クリニック

207‐0014 東大和市南街4-10-6 042-590-0377 ○

医療法人社団欅会
東大和南街クリニック

207‐0014 東大和市南街4-2-8 042-563-5201 ○

医療法人社団幸睦会
南街診療所

207‐0014 東大和市南街5-30-7 042-561-3321 ○

今井医院 207‐0014 東大和市南街5-36-8 042-561-3753 ○

医療法人社団英友会
高橋医院

207‐0021 東大和市立野2-3-17 042-565-7001 ○

桜が丘内科クリニック 207‐0022 東大和市桜が丘2-204-3 042-569-8632 ○

徳永医院 207‐0022
東大和市桜が丘3-44-14   桜が丘
団地7-104

042-565-7207 ○

医療法人社団伸樹会
おさか内科・整形外科

207‐0023
東大和市上北台1-2-14 
上北台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2･3階

042-567-8250 ○

医療法人社団昭美会
新城医院

207‐0023 東大和市上北台3-446-15 042-565-3161 ○

医療法人社団正洋会
アイエスクリニック

207‐0031 東大和市奈良橋6-885-14 042-563-1881 ○

医療法人社団
東大和循環器科内科

207‐0031 東大和市奈良橋5-772-7 042-562-9999 ○

医療法人社団杢心会
内野医院

207‐0032 東大和市蔵敷1-429 042-561-3009 ○

医療法人社団忍会
野口医院

207‐0033 東大和市芋窪3-1629 042-561-3010 ○

田島内科クリニック 208-0003 武蔵村山市中央3-50-1 042-561-0006 〇

水野医院 208-0011 武蔵村山市学園3-88-2 042-562-1983 〇

医療法人社団　村山診療所 208-0012 武蔵村山市緑が丘1492番地47-28 042-561-1341 〇

岩田小児科医院 208-0012 武蔵村山市緑が丘1492番地50-58 042-562-0871 〇

社会医療法人社団健生会
大南ファミリークリニック

208-0013 武蔵村山市大南2-1-8 042-590-0373 〇

医療法人社団健剛会
おぜきクリニック

208-0013 武蔵村山市大南2-39-1 042-563-7001 〇

中藤診療所 208-0013 武蔵村山市大南2-47-27 042-562-3098 〇

医療法人社団昭成会　半田医院 208-0013 武蔵村山市大南3-54-16 042-564-8649 〇

医療法人社団もかほ会
武蔵村山さいとうクリニック

208-0013 武蔵村山市大南3-68-3 042-590-2266 〇

三ツ藤内科クリニック 208-0021
武蔵村山市三ツ藤2-9-1　
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ三ツ藤1F

042-520-2055 〇

社会医療法人財団大和会
武蔵村山病院

208-0022 武蔵村山市榎1-1-5 042-566-3111 〇
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奥住循環器内科クリニック 208-0022 武蔵村山市榎2-85-1 042-565-7123 〇

医療法人社団千州会
ちかま医院

208-0022 武蔵村山市榎3-40-15 042-565-1265 〇

藤田医院 208-0031 武蔵村山市岸1-25-1 042-560-0363 〇

医療法人社団下田会　下田医院 208-0032 武蔵村山市三ツ木3-16-1 042-560-6387 〇

かめい内科・外科クリニック 208-0034 武蔵村山市残堀２－１４－１ 042-531-8998 〇
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